
RV016、RV042、RV042G および RV082 VPN
ルータのステータスライトおよびポート機能 

目標
 

RV0xx シリーズ VPN ルータは高いパフォーマンス、セキュアおよび信頼できる接続を提供
します。 これらのルータは 2 同時インターネット接続をサポートし、複数のLAN ポートを
持てます。 ルータが複数のインターネット接続をサポートするので、管理者は帯域幅を増
加できトラフィックをバランスをとり、バックアップ接続があります。 この資料は
RV016、RV042、RV042G および RV082 VPN ルータのステータスライトおよび接続 機能
の示す値を説明したものです。
 
注: その他の情報に関しては、それぞれトピックのこれらの技術情報を参照して下さい。
 

• Web 設定アクセス RV016、RV042、RV042G および RV082 VPN ルータの Web コンフ
ィギュレーションユーティリティ
 
• RV016、RV042 および RV082 VPN ルータで設定される DMZ setup — DMZ ホスト
 
• 二重 WAN は setup — RV042、RV042G および RV082 の二重 WAN 接続を設定しました
  

適当なデバイス
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

[Software Version]
 

• v4.2.1.02
  

機能
 

注: RV016 ルータは 2 つの捧げられたインターネット ポート、1 つの捧げられた DMZ ポー
トおよび LAN かインターネット ポートで設定することができる 5 つの二重機能 ポートを
備えています。 、RV042G および RV082 1 つの捧げられたインターネット ポートおよび 1
捧げられた DMZ/Internet ポートを持ちなさい一方、RV042。 
  

 RV016
 

ルータのフロントパネルはインターネットおよびその他のデバイスにルータを接続するのに
使用することができるポートおよびステータスライトを表示する。
  
ポート
 



 
• インターネット 1-2 —これらのポートがブロードバンドネットワーク デバイスに
RV016 ルータを接続するのに使用されています。
 
• DMZ —このポートが Webサーバまたは FTP サーバのような DMZ ホストにルータを接
続するのに使用されています。 DMZ は公衆インターネット インターネット・トラフィ
ックが外に LANサービス--にさらされるネットワークの指定されたコンピューターにア
クセスするようにします。 
 
• 1-8 ポート—これらの番号を付けられたポートがデバイスを接続するのに—コンピュー
タ、プリント サーバ、イーサネット スイッチおよび他のローカルネットワーク デバイス
使用されています。 番号を付けられた LAN ポートからネットワークデバイスの LAN ポ
ートにイーサネットケーブルを接続して下さい。
 
• 9-13 および 3-7 の二重機能 ポート—これらは二重機能 ポートです。 彼らはインターネ
ットか LAN ポートとして行動します。 ユーザは LAN ポートが 9 つから 13 に番号を付
けたと同時にインターネット ポートとしてそれらを使用する 3 つから 7 つのポートを設
定できましたりまたはそれらを使用できます。
  

ステータスライト
 

• ライトがつき、安定していれば diag —、ルータは使用方法の準備をします。 光がゆっ
くり点滅する場合、ルータは、工場出荷時状態へのリセット動力を与えられるかまたは
ファームウェアをアップグレードします。 軽いフラッシュがすぐにそこにエラーなら。
光が点灯されない場合、ルータは使用方法の準備ができています。
 
• ライトが安定していれば system —、ルータはオンになっています。 光が点滅する場合
、診断テストはルータによって実行された。 
 
• インターネット 1-2 —デバイスはインターネット ポートに光が安定している場合接続
されます。 それが点滅する場合、インターネット ポートはネットワーク操作を処理しま
す。
 
• DMZ —デバイスは DMZ ポートに光が安定している場合接続されます。 それが点滅す
る場合、DMZ ポートはネットワーク操作を処理します。
 
• 1-8 —デバイスは LAN ポートに光が安定している場合接続されます。 それが点滅する
場合、LAN ポートはネットワーク操作を処理します。
 
• LAN/Act 9-13 —デバイスはポートに光が安定している場合接続されます。 それが点滅
する場合、LAN ポートはネットワーク操作を処理します。 光は LAN ポートで設定され
る場合つけられて。
 
• インターネット/行為 3-7 —デバイスはポートに光が安定している場合接続されます。
それが点滅する場合、インターネット ポートはネットワーク操作を処理します。 光はイ
ンターネット ポートで設定される場合つきます。
  

 RV042
 



ルータの Back パネルはインターネットにルータを接続するのに使用することができるポー
トおよびステータスライトを表示する。
  
ポート
 

 
• インターネット—このポートがブロードバンドネットワーク デバイスに RV042 ルータ
を接続するのに使用されています。 ブロードバンドネットワーク デバイスからルータの
インターネット ポートにイーサネットケーブルを接続して下さい。
 
• DMZ/Internet —このポートが Webサーバのような第 2 ブロードバンドネットワーク デ
バイスか DMZ ホストまたは FTP サーバにルータを接続するのに使用されています。
DMZ は公衆インターネット インターネット・トラフィックが外に LANサービス--にさら
されるネットワークの指定されたコンピューターにアクセスするようにします。 イーサ
ネットケーブルが第 2 ブロードバンドネットワーク デバイスに DMZ/Internet ポートを接
続するのに使用されています。
 
• 1-4 のポート—これらの番号を付けられたポートがコンピュータ、プリント サーバ、イ
ーサネット スイッチおよび他のローカルネットワーク デバイスのようなデバイスを接続
するのに使用されています。 番号を付けられた LAN ポートからネットワークデバイスの
LAN ポートにイーサネットケーブルを接続して下さい。
  

ステータスライト
 

 
• LED がつき、安定していれば diag —、ルータは使用方法の準備をします。 光がゆっく
り点滅する場合、ルータは、工場出荷時状態へのリセット動力を与えられるかまたはフ
ァームウェアをアップグレードします。 光がすぐに点滅する場合、エラーがあります。
光がつかない場合、ルータは使用方法の準備ができています。
 
• ライトが安定していれば system —、ルータはオンになっています。 それが点滅する場
合、診断テストはルータによって実行された。
 
• インターネット—デバイスはインターネット ポートに光が安定している場合接続され
ます。 それが点滅する場合、インターネット ポートはネットワーク操作を処理します。
 
• DMZ/Internet —デバイスは DMZ/Internet または DMZ ポートに光が安定している場合
接続されます。 それが点滅する場合、ポートはネットワーク操作を処理します。
 
•  DMZ モード—光が DMZ で点灯したら、DMZ/Internet 設定されればあれば。 それが火



がつていない場合、DMZ/Internet ポートは代替インターネット接続で設定されます。
 
• 1-4 —デバイスは LAN ポートに光が安定している場合接続されます。 それが点滅する
場合、LAN ポートはネットワーク操作を処理します。
  

 RV042G
 

ルータの Back パネルはインターネットにルータを接続するのに使用することができるポー
トおよびステータスライトを表示する。 
 
注: RV042G と RV042 の違いは RV042G がギガビットポートが含まれていることです。 
  
ポート
 

 
• インターネット—このポートがブロードバンドネットワーク デバイスに RV042G ルー
タを接続するのに使用されています。 ブロードバンドネットワーク デバイスからルータ
のインターネット ポートにイーサネットケーブルを接続して下さい。
 
• DMZ/Internet —このポートが Webサーバのような第 2 ブロードバンドネットワーク デ
バイスか DMZ ホストまたは FTP サーバにルータを接続するのに使用されています。
DMZ は公衆インターネット インターネット・トラフィックが露出された LANサービス
なしでネットワークの指定されたコンピューターにアクセスするようにします。 イーサ
ネットケーブルが第 2 ブロードバンドネットワーク デバイスに DMZ/Internet ポートを接
続するのに使用されています。
 
• 1-4 のポート—これらの番号を付けられたポートがコンピュータ、プリント サーバ、イ
ーサネット スイッチおよび他のローカルネットワーク デバイスのようなデバイスを接続
するのに使用されています。 番号を付けられた LAN ポートからネットワークデバイスの
LAN ポートにイーサネットケーブルを接続して下さい。
  

ステータスライト
 

 
 

• ライトがつき、安定していれば diag —、ルータは使用方法の準備をします。 光がゆっ
くり点滅する場合、ルータは、工場出荷時状態へのリセット動力を与えられるかまたは
ファームウェアをアップグレードします。 光がすぐに点滅する場合、エラーがあります
。 光が点灯されない場合、ルータは使用方法の準備ができています。
 
• ライトが安定していれば system —、ルータはオンになっています。 それが点滅する場



合、診断テストはルータによって実行された。
 
• インターネット—デバイスはインターネット ポートに光が安定している場合接続され
ます。 それが点滅する場合、インターネット ポートはネットワーク操作を処理します。
 
• DMZ/Internet —デバイスは DMZ/Internet または DMZ ポートに光が安定している場合
接続されます。 それが点滅する場合、ポートはネットワーク操作を処理します。
 
• DMZ モード—光が DMZ で点灯したら、DMZ/Internet 設定されればあれば。 それが火
がつていない場合、DMZ/Internet ポートは代替インターネット接続で設定されます。
 
• 1-4 —デバイスは LAN ポートに光が安定している場合接続されます。 それが点滅する
場合、LAN ポートはネットワーク操作を処理します。
 
• RV042G ギガビット—光のカラーはポートの速度を示します。 それがグリーンである
場合、速度はギガビットです。 それが橙色である場合、速度は 10/100M です。
  

 RV082
 

ルータのフロントパネルはインターネットにルータを接続するのに使用することができるポ
ートおよびステータスライトを表示する。
  
ポート
 

 
• インターネット—このポートがブロードバンドネットワーク デバイスに RV042G ルー
タを接続するのに使用されています。 ブロードバンドネットワーク デバイスからルータ
のインターネット ポートにイーサネットケーブルを接続して下さい。
 
• DMZ/Internet —このポートが Webサーバのような第 2 ブロードバンドネットワーク デ
バイスか DMZ ホストまたは FTP サーバにルータを接続するのに使用されています。
DMZ は公衆インターネット インターネット・トラフィックが外に LANサービス--にさら
されるネットワークの指定されたコンピューターにアクセスするようにします。 イーサ
ネットケーブルが第 2 ブロードバンドネットワーク デバイスに DMZ/Internet ポートを接
続するのに使用されています。
 
• 1-4 のポート—これらの番号を付けられたポートがデバイスを接続するのに—コンピュ
ータ、プリント サーバ、イーサネット スイッチおよび他のローカルネットワーク デバイ
ス使用されています。 番号を付けられた LAN ポートからネットワークデバイスの LAN
ポートにイーサネットケーブルを接続して下さい。
  

ステータスライト
 

• ライトがつき、安定していれば diag —、ルータは使用方法の準備をします。 光がゆっ
くり点滅する場合、ルータは、工場出荷時状態へのリセット動力を与えられるかまたは
ファームウェアをアップグレードします。 軽いフラッシュがすぐにそこにエラーなら。
光が点灯されない場合、ルータは使用方法の準備ができています。
 
• ライトが安定していれば system —、ルータはオンになっています。 それが点滅する場



合、診断テストはルータによって実行された。 
 
• インターネット—デバイスはインターネット ポートに光が安定している場合接続され
ます。 それが点滅する場合、インターネット ポートはネットワーク操作を処理します。
 
•  DMZ/Internet —デバイスは DMZ/Internet または DMZ ポートに光が安定している場合
接続されます。 それが点滅する場合、ポートはネットワーク操作を処理します。
 
• DMZ モード—光が DMZ で点灯したら、DMZ/Internet 設定されればあれば。 それが火
がつていない場合、DMZ/Internet ポートは代替インターネット接続で設定されます。
 
• 1-8 —デバイスは LAN ポートに光が安定している場合接続されます。 それが点滅する
場合、LAN ポートはネットワーク操作を処理します。
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